
 
 
 
 
 
 
 

第 1404 回例会 17 年 6月 20 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘       会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 
３．ゲスト紹介 

ガバナー補佐（有田南 RC）田中良典様 
４．ビジター紹介     海南西 RC 竹腰 勉様 
５．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 47 名 出席免除会員 1名 

  出席率 69.12％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

６．会長スピーチ        副会長 塚本義信 

 

 皆様こんにちは。今日は

上中会長に代わってスピー

チをさせて頂きます。昨日

は２６４０地区のローター

アクトの地区大会が和歌山

市のプラザホープで開催さ

れ、新世代委員会の上野山

君と２人で参加して参りま

した。 

 皆様ご承知の様にＲＩの国際大会がシカゴで開催

されています。我がクラブからガバナーエレクト、会

長、幹事をはじめ９人の会員が参加されています。時

差がありますから、むこうは夜の１０時頃かと思いま

す。みんなで楽しくやっていることと思います。 

 さて、ガバナー月信の最新号に、平尾先生の文章が

掲載されています。次年度のＲＩのテーマ「SERVICE 

Above Self」日本語訳「超我の奉仕」の解釈について

ですが、「自己研鑽をもって行動すること」と解釈す

るか、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

と解釈してもよい。又、「親睦を核として自己を高め

人々の幸せを祈る心の理念をもってゆけば良い」とも

書かれています。 

 今年度も来週の例会を残すのみとなりましたが、年

度が経ったという解放感はありません。やはり地区大

会が終る迄緊張が続くものと思います。何分にも大き

な行事ですから準備の段階で色々意見のくい違いも

出て来ると思いますが、そこは思いやりの精神で乗り

こえて頂きたいと思います。会員全員の力を結集して、

是非とも地区大会を成功裏に納めたいと願っており

ます。地区大会開催の日まであと１２４日となりまし

た。終ります。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 高野山ＲＣ  

7 月 1 日（金）→7 月 1 日（金） 
17:00～ 花菱 

 
８．新入会員入会報告 

 
2005．6．20 

会員 各位 

 

前略 

下記の方の新入会員の推薦が出ています。６月１３日の

臨時理事会で入会が承認されました。 

御異議のある方は、７日以内に書面で持って幹事のもと

までご提出下さい。 

 

(有)大江建材店 代表取締役 大江久夫 

 

海南東ロータリークラブ 

幹 事 岩井克次 

 
９．閉会点鐘 

 

10．次回例会 
第 1405 回例会 平成 17 年 6 月 27 日（月） 

18：30～    初音 
 
 
＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
塚本義信君  今日は上中会長の代理でスピーチさ

せて頂きます。 
木地義和君  本日、幹事の練習します。 
横出 廣君  塚本さん、木地さん、本日はご苦労様

です。 
山名正一君  久し振りの出席です。 
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台湾で 100 人以上の 

メジャードナーを表彰 
台湾の台北市で開催された国際ロータリー会長主

催祝賀会議において、ロータリー財団に総額 100 万ド

ル以上を寄付した 104 人のメジャードナーが表彰さ

れました。これは、台湾の黄其光（ゲーリー・ホアン）

ロータリー財団管理委員と 7人のガバナーが、ロータ

リー100 周年事業として、2005 年 2 月 23 日のロータ

リーの誕生日までに 100 人の新しいメジャードナー

となろうと呼びかけたのに応えたものです。 

台湾での同祝賀会議は「毎年あなたも 100 ドルを」

と「ロータリーの未来」をテーマに開催されました。

今回の表彰は、5月 7日の朝食会において行われたも

ので、ポール・ハリス・フェロー認証者が 100％のク

ラブもこの席で表彰されました。 

また、この朝食会ではロータリーのシニアリーダー

が、ロータリー財団が行う人道支援プログラムを強化

できるよう、より多くの寄付が必要となっていること

を説明。そのためには各ロータリアンが毎年 100 ドル

以上をロータリー財団に寄付してくれるよう促しま

した。 

 

世界大会に出席出来ない？ 

タイム カプセル用の手紙を送って下

さい。 
シカゴで開催の2005年RI大会にクラプ会長や会長

エレクトが出席出来なくても、ロータリー タイム 

カプセル プロジェクトに参加出来ます。アメリカ、

ミゾリー州、マーシュフィールド（Marshfield）クラ

ブの発案による 100 周年記念プロジェクト”ロータ

リー タイム カプセル”に全てのロータリークラ

ブのメッセージを送る機会を提供しております。クラ

ブが過去の成果を記し、未来への夢を托する手紙を出

す事を奨めております。夫々の手紙はタイム カプセ

ルに収められ、2105 年にロータリアンにより開かれ

ます。手紙の見本は下記サイトに記されております。

尚、大会に出席出来ない方は、所属の地区ガバナーか

シカゴへ来る他のロータリアンに委託も出来ます。ロ

ータリーのタイム カプセルは大会が開催されるマ

コーミック プレース（McCormick Place ）の友愛の

家（North Building ,Level1,Hall C）の正面入口に

展示されております。 

 

シカゴ国際大会始まる 
ロータリー100 周年を祝うシカゴ国際大会が、約 4

万人（非公式発表）の参加を得て、6 月 19 日に始ま

りました。広い会場いっぱいにあふれんばかりのロー

タリアンとその家族の熱気に包まれ、開会式は進行し

ていきました。開会式に先駆けて、18 日には 100 周

年記念パレードが行われ、世界各国から趣向を凝らし

たグループが参加しました。日本からも、はっぴ姿の

広島西ロータリークラブ（ＲＣ）、グリーンのＴシャ

ツの東京練馬西ＲＣクラブが参加し、元気に日本のロ

ータリーをアピール。また、沿道には、日の丸を振る

日本のロータリアンの姿も見えました。19 日朝に開

催された日本人朝食会も盛況で、予定の 800 人を超え、

1,000 人以上が参加。日本人同士の親睦も深めました。 

 

ロータリアンが 

スキャムメールの目標に 
最近の E メールフィシングでロータリアンが目標

になり、RI 事務局のドメイン"rotaryintel.org"が発

信元になっている事で混乱を起こしているようです。 

ロータリアンの皆様が特に御注意願いたいのは国際

ロータリーは E メールや他の電子的機能を使い個人

的情報を尋ねる事は致しません。Rotaryintl.org か

らのような Eメールで、ロータリアンに対してリンク

をクリックしてアカウントの確認（confirm account 

information）を要求したり、「保秘の理由で勘定が停

止されます」（account will be suspended for 

security reasons）とある場合は直ちに其の文を廃

棄して下さい。このようなスキヤム メールの結果、

会員のアクセス パスワード、保秘コード番号、クレ

ジットカード番号等を既に渡したロータリアンは、直

ちにこれらの情報を変更する事を奨めます。ロータリ

アンを対象にするフィシングのスキャムは善意の E

メール受信者から個人情報やパスワード、クレジット

カード番号、銀行の口座番号や他の重要な情報を引き

出そうする詐欺師の手口です。如何にしてフィシング

スキャムを避けるかは、次の点を御注意下さい。クラ

ブ会員は、プライバシーが必ずしも保護されていない

と考えられるウエブの頁やオンラインフォラムに E

メールアドレスを加える事に注意して下さい。保秘処

置の無いロータリークラブや地区のウエブサイトに

掲載された情報に Eメールアドレスを含める事で、ロ

ータリアンに知らずに自分自身やクラブをスキャン

の危険に曝すことにもなります。会員情報の適正な使

用に関して全ロータリアンが下記の国際ロータリー

の個人情報方針を読む事を奨めます。 

http://www.rotary.org/resources/privacy.html 

 

カツリス前 RI 理事死去 
1981年から2年間、RI理事の職にあったアメリカ、

カリフォルにア州、オークランドのマイク J. カツ

リス前 RI 理事が 6 月 6 日に死去されました。同氏は

1958 年以来のロータリンで、長い間ヘイワード サ

ウス（Hayward South）クラブの会員でしたが、最近、

オークランド（Oakland）クラブの会員になりました。

RI では DG、各種委員会の委員長を勤め、1998 年にイ

ンデイアナポリスで開催された世界大会の委員長で

した。追悼式は 6月 10 日に行われます。 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文  深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一


